


レベル

（キーワード） 草津白根山 浅間山

溶岩流が居住地域に到達、あるいは
切迫している

天仁天明クラスの噴火発生、火砕流等が
居住地域に到達

【過去事例】 【天明噴火（1783年）の事例】

有史以降の事例なし ８月４日～５日：吾妻火砕流、鎌原岩屑な
だれ、吾妻泥流、鬼押出溶岩流等が発生

5
約3,000年前：本白根山で噴火、溶岩
流が南側約6kmの石津まで到達

中噴火が頻発し、天仁天明クラスの噴火が
切迫している

（避難）
約18,000年前：白根山で噴火、溶岩
流が東側約5kmの元山近くまで到達

【天明噴火（1783年）の事例】

山頂火口から概ね３km以内に噴石
飛散、あるいは切迫している

８月１日～３日：軽石噴火の発生間隔が短
くなり、継続時間が長くなる

【過去事例】

有史以降の事例なし

約3,000年前：本白根火砕丘形成、殺
生河原まで噴石飛散

噴火活動の高まり、有感地震多発や
顕著な地殻変動等により、噴石や溶
岩流が居住地域まで到達するような
噴火の発生が予想される

中噴火が断続的に発生し、天仁天明クラス
の噴火の発生が予想される

4 【過去事例】 【天明噴火（1783年）の事例】

（避難準備） 有史以降の事例なし ７月26日～31日：中噴火が断続的に発生

噴火継続中の有感地震発生や顕著な地殻
変動等により、天仁天明クラスの噴火の発
生が予想される

【過去事例】

観測事例なし

山頂火口から噴火し、半径２km程度
まで噴石飛散、あるいは湯釜火口壁
決壊に伴う泥流の発生

山頂火口から中噴火が発生し、４km以内
に噴石や火砕流が到達

【過去事例】 【2004年噴火の事例】

有史以降の事例なし ９月１日：噴石が山頂火口から約2.7kmまで
飛散

【その他の事例】

3
1973年２月１日：噴石が山頂火口から約２
kmまで飛散、火砕流が約1.5kmまで到達

（入山規制）
1958年11月10日：噴石が山頂火口から約３
kmまで飛散、火砕流が約３kmまで到達

中噴火が切迫している

【過去事例】

2004年８月31日：山体浅部の膨張を示す傾
斜変動と火山性地震急増

1973年２月１日：地震急増

山頂火口から小噴火が発生し、半径
１km程度まで噴石飛散

山頂火口から小噴火が発生し、２km以内
に噴石や火砕流が到達

【過去事例】 【1982年噴火の事例】

1983年11月：噴石が湯釜火口から約
550mまで飛散

４月26日：噴石が山頂火口から約１kmに飛
散、火砕流が約１kmまで到達

1932年10月：南東斜面で割れ目噴火 小噴火の発生が予想される

2 1902年９月：弓池北東岸から噴火 【2004年噴火の事例】

（火口周辺
規制）

1882年８月：噴石が湯釜・涸釜火口
から550mまで飛散

７月下旬：噴煙量増加、火山性地震増加

地震多発等により、小噴火の発生が
予想される

【過去事例】

1990～1991年：火山性地震や火山
性微動の多発

1976年３月：水釜火口内に新火孔形
成、降灰

火山活動は静穏

火山活動は静穏、状況によっては山
頂火口内及び一部火口外に影響す
る程度の噴出の可能性あり

火山活動は静穏、状況により山頂火口か
ら500ｍ以内に影響する程度の噴出の可
能性あり

1 　2007年12月現在の状態 2007年12月現在の状態

（平常） 【過去事例】

1997年５月：噴気突出、水柱
1989年１月：火山性微動、湯釜変色
1987年10月：火山性地震多発

噴　　火　　警　　報　　レ　　ベ　　ル

予報
警報

対象範囲 火山活動の状況
住民等の行動及
び登山者・入山
者等への対応

（※）

噴
火
警
報

居住地域
及びそれ
より火口
側

居住地域に重大
な被害を及ぼす
噴火が発生、ある
いは切迫している
状態にある。

危険な居住地域
からの避難等が
必要。

居住地域に重大
な被害を及ぼす
噴火が発生する
と予想される（可
能性が高まって
いる）。

噴
火
予
報

警戒が必要な居
住地域での避難
準備、災害時要
援護者の避難等
が必要。

火
口
周
辺
警
報

火口から
居住地域
近くまで
の広い範
囲の火口
周辺

居住地域の近くま
で重大な影響を
及ぼす（この範囲
に入った場合に
は生命に危険が
及ぶ）噴火が発
生、あるいは発生
すると予想され
る。

住民は通常の生
活。状況に応じ
て災害時要援護
者の避難準備。
登山禁止・入山
規制等危険な地
域への立入規制
等。

想定される現象等

火山活動の状態
によって、火口内
で火山灰の噴出
等が見られる（こ
の範囲に入った
場合には生命に
危険が及ぶ）。

状況に応じて火
口内への立入規
制等（2009年４
月現在、山頂火
口から500m以内
規制中。ただし
草津白根山では
夏期日中に限り
登山道周辺のみ
一時規制緩和）

火口周辺に影響
を及ぼす（この範
囲に入った場合
には生命に危険
が及ぶ）噴火が
発生、あるいは発
生すると予想され

る。

住民は通常の生
活。火口周辺へ
の立入規制等。

火口から
少し離れ
た所まで
の火口周

辺

火口内等
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上信越高原国立公園（草津万座野反四万・菅平・浅間地域）における国指定天然記念物 

（H21.1 現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

文化財種類 種別 名称 都道府県 

史跡名勝天然記念物 特別天然記念物 浅間山熔岩樹形 群馬県 

史跡名勝天然記念物 天然記念物 草津白根のアズマシャクナゲおよ

びハクサンシャクナゲ群落 

群馬県 

史跡名勝天然記念物 天然記念物 湯の丸レンゲツツジ群落 群馬県 

史跡名勝天然記念物 天然記念物 四阿山の的岩 長野県 

史跡名勝天然記念物 天然記念物 イヌワシ 定めず 

史跡名勝天然記念物 特別天然記念物 カモシカ 定めず 

史跡名勝天然記念物 天然記念物 ヤマネ 定めず 



群馬県内の県指定文化財一覧（2008.9.12現在）

区別 種別 名称 所在の場所

名勝及び天然記
念物

名勝及び天然記念物 川手山洞窟群及びズニ石 利根郡みなかみ町入須川1419

天然記念物及び
名勝

天然記念物及び名勝 大峰山浮島及び湿原植物 利根郡みなかみ町小川

天然記念物及び
名勝

天然記念物及び名勝 蝉の渓谷 南牧川流域（南牧村大字砥沢字
東畝から同字甲斐無付近までの
河川）

天然記念物及び
名勝

天然記念物及び名勝 線ヶ滝 星尾川支流域（南牧村大字星尾
字線ヶ上付近の河川敷）

天然記念物 動物繁殖地 水上町モリアオガエル繁殖地 利根郡みなかみ町小日向553

天然記念物 動物繁殖地 大峰山モリアオガエル繁殖地 利根郡みなかみ町小川

天然記念物 動物(種の指定) オオイチモンジ 県下全域
天然記念物 動物(種の指定) ミヤマモンキチョウ 県下全域
天然記念物 動物(種の指定) ベニヒカゲ 県下全域
天然記念物 動物(種の指定) ミヤマシロチョウ 県下全域
天然記念物 動物(種の指定) ヒメギフチョウ 県下全域
天然記念物 動物(種の指定) トウホクサンショウウオ 県下全域

天然記念物 動物(種の指定) ヒダサンショウウオ 県下全域

天然記念物 植物(独立樹) 細野のヒガンザクラ 安中市松井田町土塩300
天然記念物 植物(独立樹) 桜森のヒガンザクラ 渋川市赤城町津久田甲313-3
天然記念物 植物(独立樹) 荘田神社の大イチョウ 沼田市井土上町923
天然記念物 植物(独立樹) 上津のウバザクラ 利根郡みなかみ町上津1130-1
天然記念物 植物(独立樹) 村主の大ケヤキ 利根郡みなかみ町上津1233

天然記念物 植物(独立樹) 時沢の夫婦マツ 勢多郡富士見村時沢3164
天然記念物 植物(独立樹) 相俣のさかさザクラ 利根郡みなかみ町相俣1474
天然記念物 植物(独立樹) 仁叟寺のカヤ 多野郡吉井町神保1295
天然記念物 植物(独立樹) 大山祇神社の大フジ 渋川市横堀乙992
天然記念物 植物(独立樹) 雙林寺の大カヤ 渋川市中郷2399
天然記念物 植物(独立樹) 雙林寺の千本カシ 渋川市中郷2399
天然記念物 植物(独立樹) 藍園墓地の大ケヤキ 渋川市上郷2814
天然記念物 植物(独立樹) 早尾神社の大ケヤキ 渋川市中村31
天然記念物 植物(独立樹) 伝桐生大炊介手植ヤナギ 桐生市東7-7-2
天然記念物 植物(独立樹) 月田のモチノキ 前橋市粕川町月田1308
天然記念物 植物(独立樹) 金蔵寺のシダレザクラ 渋川市金井甲1965
天然記念物 植物(独立樹) 黒滝山の大スギ 甘楽郡南牧村大塩沢1266
天然記念物 植物(独立樹) ハクモクレン 高崎市宮元町高崎公園内
天然記念物 植物(独立樹) 連取のマツ 伊勢崎市連取町591
天然記念物 植物(独立樹) 秋畑の大ツバキ 甘楽郡甘楽町秋畑2601
天然記念物 植物(独立樹) 泉竜寺のコウヤマキ 吾妻郡高山村尻高1935
天然記念物 植物(独立樹) 里見の大ナシ 高崎市上里見町2100
天然記念物 植物(独立樹) 須賀神社の大ケヤキ 沼田市中町1141
天然記念物 植物(独立樹) 高山のゴヨウツツジ 吾妻郡高山村中山6586
天然記念物 植物(独立樹) 萩原の大笠マツ 高崎市萩原町487
天然記念物 植物(独立樹) 中之条のサイカチ 吾妻郡中之条町市城372
天然記念物 植物(独立樹) 冠稲荷のボケ 太田市細谷町1
天然記念物 植物(独立樹) 下郷の大クワ 渋川市下郷1274
天然記念物 植物(独立樹) 川田神社の大ケヤキ 沼田市下川田町465
天然記念物 植物(独立樹) 相生のマツ 桐生市相生町2-919-1
天然記念物 植物(独立樹) 中木のサザンカ 安中市松井田町五料甲2878
天然記念物 植物(独立樹) 鳴尾の熊野神社大スギ 吾妻郡嬬恋村門貝981
天然記念物 植物(独立樹) 発知のヒガンザクラ 沼田市中発知町1234
天然記念物 植物(独立樹) 親都神社の大ケヤキ 吾妻郡中之条町五反田220
天然記念物 植物(独立樹) 三ツ堀加茂神社のサカキ 桐生市境野町3-1380
天然記念物 植物(独立樹) 吉祥寺のヒメコマツ 利根郡川場村門前丙874
天然記念物 植物(独立樹) 雲昌寺の大ケヤキ 利根郡昭和村川額1172
天然記念物 植物(独立樹) 大岩の三叉スギ 吾妻郡中之条町上沢渡乙3315
天然記念物 植物(独立樹) 中正寺のシダレザクラ 多野郡上野村楢原甲146
天然記念物 植物(独立樹) 妙義アメリカショウナンボク 富岡市妙義町諸戸1070
天然記念物 植物(独立樹) 野の大クスノキ 桐生市新里町野311
天然記念物 植物(独立樹) 入山世立のシダレグリ 吾妻町六合村入山2374
天然記念物 植物(独立樹) 水宮神社の大ケヤキ 藤岡市岡之郷532
天然記念物 植物(独立樹) 西広寺のツバキ 安中市安中3-21-25
天然記念物 植物(独立樹) 溝呂木の大ケヤキ 渋川市赤城町溝呂木168
天然記念物 植物(独立樹) 書院の五葉マツ 沼田市白沢町高平1306
天然記念物 植物(独立樹) 白井関所のイチイ 多野郡上野村楢原1910
天然記念物 植物(独立樹) 三波川のタラヨウ 藤岡市三波川1082
天然記念物 植物(独立樹) 三夜沢赤城神社のたわらスギ 前橋市三夜沢町114
天然記念物 植物(独立樹) 大久保のナツグミ 吾妻郡中之条町五反田乙343-1



群馬県内の県指定文化財一覧（2008.9.12現在）

区別 種別 名称 所在の場所

天然記念物 植物(独立樹) 神行阿弥陀堂の大サワラ 多野郡上野村楢原1910
天然記念物 植物(独立樹) 神光寺の大カヤ 邑楽郡邑楽町中野3015
天然記念物 植物(独立樹) 駒岩のヒイラギ 吾妻郡中之条町四万3190
天然記念物 植物(独立樹) 稲田のヤマナシ 吾妻郡東吾妻町大戸754-1
天然記念物 植物(独立樹) 唐堀のモクゲンジ 吾妻郡東吾妻町三島3624
天然記念物 植物(独立樹) 祖母島のキンモクセイ 渋川市祖母島680
天然記念物 植物(独立樹) しばぎわの大イチイ 利根郡片品村花咲1182
天然記念物 植物(独立樹) しばぎわのシナノキ 利根郡片品村花咲1242
天然記念物 植物(独立樹) 摺渕のヒメコマツ 利根郡片品村摺渕177
天然記念物 植物(独立樹) 金井沢のアカマツ 利根郡片品村土出1120-1
天然記念物 植物(独立樹) 中之条高校のラクウショウ 吾妻郡中之条町中之条1303
天然記念物 植物(独立樹) 伊賀野のモミ 吾妻郡中之条町下沢渡1368
天然記念物 植物(独立樹) 境高校のトウカエデ 伊勢崎市境492
天然記念物 植物(独立樹) 菅原神社の大ヒノキ 富岡市妙義町菅原1423
天然記念物 植物(独立樹) 妙義神社のウラジロガシ 富岡市妙義町妙義6
天然記念物 植物(独立樹) 常行院のラカンマキ 多野郡吉井町長根甲472
天然記念物 植物(独立樹) 茂林寺のラカンマキ 館林市堀江町1570-1
天然記念物 植物(独立樹) 高島小学校のトウグミ 邑楽郡邑楽町藤川379

高島小学校内
天然記念物 植物(独立樹) 黒保根栗生神社の大スギ 桐生市黒保根町上田沢2238
天然記念物 植物(独立樹) 崇禅寺のイトヒバ 桐生市川内町2-651
天然記念物 植物群落等 武尊牧場レンゲツツジ群落 利根郡片品村花咲2797-2
天然記念物 植物群落等 桐生城跡日枝神社のクスノキ 桐生市梅田町1-481
天然記念物 植物群落等 入須川のヒカリゴケ自生地 利根郡みなかみ町入須川1419
天然記念物 植物群落等 笹塒山のヒカリゴケ及びウサ

ギコウモリ生息洞窟
高崎市倉渕町川浦

天然記念物 植物群落等 中山三島神社のスギ並木 吾妻郡高山村中山5546
天然記念物 植物群落等 新里のサクラソウ群落 桐生市新里町赤城山畑平、舟原
天然記念物 植物群落等 賀茂神社のモミ群 桐生市広沢町6-833
天然記念物 植物群落等 ユビソヤナギ群落 利根郡みなかみ町湯桧曽川流域

（土合橋からマチガ沢出合まで
の河川敷）

天然記念物 地質・岩石・鉱物 金島の浅間石 渋川市川島596
天然記念物 地質・岩石・鉱物 不二洞 多野郡上野村川和623-1
天然記念物 地質・岩石・鉱物 瀬林の漣痕 多野郡神流町神ヶ原1241-1
天然記念物 地質・岩石・鉱物 四万の甌穴群 吾妻郡中之条町四万3540-1先
天然記念物 地質・岩石・鉱物 野栗の材化石 多野郡上野村新羽1574

(多野郡上野村勝山127)
天然記念物 地質・岩石・鉱物 兜岩層産出のカエル化石 富岡市上黒岩1674-1

天然記念物 地質・岩石・鉱物 オオツノシカの化石骨
附１　出土記念碑１基
附２　鑑定書１巻
附３　発掘記録１巻

富岡市七日市1003

天然記念物 天然保護区 茂林寺沼及び低地湿原 館林市堀工町1169ほか



　　長野県天然記念物　　　　　　　　　

種 別 名               称 所在地 種 別 名               称 所在地

植
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
物

王城のケヤキ 佐久市

植
　
物

戸隠神社奥社社叢 長野市

山の神のサラサドウダン群落 小海町 豊岡のカツラ 長野市

樋沢のヒメバラモミ 川上村 新井のイチイ 長野市

海尻の姫小松 南牧村 下北尾のオハツキイチョウ 小川村

下新井のメグスリノキ 北相木村 日下野のスギ 中条村

長倉のハナヒョウタンボク群落 軽井沢町
湿
原

居谷里湿原 大町市

熊野皇大神社のシナノキ 軽井沢町 四十八池湿原 山ノ内町

御代田のヒカリゴケ 御代田町 田ノ原湿原 山ノ内町

笠取峠のマツ並木 立科町 川上犬 川上村

宮ノ入のカヤ 東御市 辰野のホタル発生地 辰野町

菅平のツキヌキソウ自生地 上田市 モリアオガエルの繁殖地 飯田市

前平のサワラ 伊那市 木曽馬 木曽郡

白沢のクリ 伊那市 奥裾花自然園のモリアオガエル繁殖地
(吉池､奥裾花社前池､ひょうたん池)

長野市
高烏谷神社社叢 駒ヶ根市 動

高遠のコヒガンザクラ樹林 伊那市 大町市のカワシンジュガイ生息地 大町市

矢彦小野神社社叢
辰野町
塩尻市

ミヤマモンキチョウ

ミヤマシロチョウ

木下のケヤキ 箕輪町 クモマツマキチョウ

宮脇のハリギリ 箕輪町 タカネヒカゲ

中曽根のエドヒガン 箕輪町 ベニヒカゲ

南羽場のシラカシ 飯島町 クモマベニヒカゲ

諏訪大社上社社叢 諏訪市 オオイチモンジ 地域を

山本のハナノキ 飯田市 コヒオドシ 定めず

長姫のエドヒガン 飯田市 タカネキマダラセセリ

川路のネズミサシ 飯田市 物 ヤリガタケシジミ

立石の雄スギ雌スギ 飯田市 ホンシュウモモンガ

風越山のベニマンサク自生地 飯田市 ホンドオコジョ

下市田のヒイラギ 高森町 ヤツガシラ

泰阜の大クワ 泰阜村 ブッポウソウ

沓掛温泉の野生里芋 青木村 小泉のシナノイルカ 上田市

乳房イチョウ 生坂村 化 原牛の臼歯化石 辰野町

千手のイチョウ 松本市 シナノトド化石 松本市

大野田のフジキ 松本市 穴沢のクジラ化石 松本市

梓川のモミ 松本市 反町のマッコウクジラ全身骨格化石 松本市

八幡宮鞠子社のメグスリノキ 松本市 石 恐竜の足跡化石 小谷村

東北山の千本松 松本市 山穂刈のクジラ化石 信州新町

横川の大イチョウ 松本市 裏沢の絶滅セイウチ化石 信州新町

妻籠のギンモクセイ 南木曽町 菅沼の絶滅セイウチ化石 信州新町

贄川のトチ 塩尻市 大口沢のアシカ科化石 信州新町

仁科神明宮社叢 大町市 戸隠川下のシンシュウゾウ化石 長野市

若一王子神社社叢 大町市

地質
鉱物

広川原の洞穴群 佐久市

大塩のイヌ桜 大町市
小泉、下塩尻及び南条の岩鼻

上田市

八方尾根高山植物帯 白馬村 坂城町

石原白山社のスギ 小谷村
中央アルプス駒ヶ岳

駒ヶ根市

真島のクワ 長野市 宮田村

象山のカシワ 長野市 三石の甌穴群 飯田市

塚本のビャクシン 長野市 毛無山の球状花こう岩 喬木村

小菅神社のスギ並木 飯山市
大柳及び井上の枕状溶岩

長野市

神戸のイチョウ 飯山市 須坂市

武水別神社社叢 千曲市 深谷沢の蜂の巣状風化岩 長野市

宇木のエドヒガン 山ノ内町 中央構造線　北川・安康露頭 大鹿村

一の瀬のシナノキ 山ノ内町

つつじ山のアカシデ 長野市 　　長　野　県　名　勝　     　　　　　５件

原のシダレザクラ 信濃町 種 別 名               称 所在地

八久のカヤ 松本市 御三甕の滝 南相木村

八生のカヤ 中野市 中田氏庭園 松本市

袖之山のシダレザクラ 飯綱町 三本滝 松本市

地蔵久保のオオヤマザクラ 飯綱町 田立の滝 南木曽町

奥裾花峡谷 長野市
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